2019 年 8 月 2 日
各位
株式会社 関西みらいフィナンシャルグループ
株式会社 関西みらい銀行
株式会社 み な と 銀 行

関西みらい「ＳＤＧｓシンポジウム」の開催について
～人手不足・働き方改革へ～ＳＤＧｓで高める企業の魅力
関西みらいフィナンシャルグループ（社長 菅 哲哉）は、国連ＳＤＧｓ週間の 2019 年 9 月 26 日（木）
に開催するシンポジウムについて、以下の通り参加者を募集しますのでお知らせいたします。
ＳＤＧｓは、2015 年 9 月に国連で採択された持続可能な開発目標のことで、2030 年の達成
を目指し、多くの企業の積極的な参加が求められています。その市場機会は、世界で年間約
12 兆ドルとされ、海外において注目が高まる中、国内でも大手企業やグローバル企業で取り
組みが始まっています。
一方、関西では、その意義の浸透や個々の具体的な活動は、これからの段階です。このシンポジウムは、
「新たな事業機会の創出」の他、多くの地元企業の皆さまに共通する「人手不足」や「働き方改革」など、
身近なテーマからＳＤＧｓに対する理解を深めて頂ける機会にしていきたいと考えています。
当日は、基調講演の他、各界を代表する方々によるパネルディスカッションも催し、終了後には個別相
談の時間も設けています。
記
■シンポジウム概要
1.日時・場所
2019 年 9 月 26 日（木）13：30-15：30
〒 541-0051 大阪市中央区備後町 2-1-1「りそなグループ大阪本社ビル地下 2 階講堂」にて
（Access）大阪メトロ堺筋線・中央線「堺筋本町駅」17 号出口、同御堂筋線「本町駅」3 号出口
2.開催内容
（1）テーマ「～人手不足・働き方改革へ～ＳＤＧｓで高める企業の魅力」
（2）スケジュール
13：30 会式ご挨拶
関西みらいフィナンシャルグループ代表取締役兼社長執行役員 菅哲哉
13：35 基調講演
① サラヤ株式会社 代表取締役社長 更家悠介 氏
② 金沢工業大学准教授（ＳＤＧｓ推進センター長）平本督太郎 氏
14：30 パネルディスカッション（五十音順）
① 株式会社 叶匠壽庵 代表取締役社長 芝田冬樹 氏
② 川崎重工業 株式会社 理事ＣＳＲ部長 大森恵子 氏
③ 株式会社 ロック・フィールド 代表取締役社長 古塚孝志 氏
（近畿経済産業局の坂本りっか氏が進行役を務め、更家氏、平本氏、弊社 菅も参加）
※登壇者や講演テーマは、予告なく変更する場合がございます。ご了承下さい。

3.運営 主催：関西みらいフィナンシャルグループ / 関西みらい銀行・みなと銀行
後援：りそな銀行、埼玉りそな銀行、りそな総合研究所、滋賀県
協力：近畿経済産業局、大阪府、兵庫県、ＪＩＣＡ関西、大阪商工会議所、大阪労働局、
神戸商工会議所、兵庫労働局 他

ビジネスプラザおおさかにアクセスしていただき、申込フォームよりお申込みください。
https://bp.resona-gr.co.jp/public/application/add/207

参考：
【2030 年 SDGs 達成に向けたコミットメント（関西みらい Sustainability Challenge 2030）
】

カテゴリー

コミットメント

テーマ
地域経済の活性化

１－１
環境・社会課題をテーマとした建設的な対話等により、
お客さまとともに持続可能な社会の実現を目指します
１－２

地域

地域の中小企業や個人のお客さまのライフステージにお
いて、金融・情報仲介機能や先進的金融サービス等を提
供し、地域経済の活性化、社会や暮らしの利便性向上
に貢献します

少子高齢化に起因する将来不安の解消、
次世代支援
少子
高齢化

地球温暖化・自然環境汚染への対応
環境

ダイバーシティ＆インクルージョン
人権

２－１
金融コンサルティング、金融経済教育等の金融リテラ
シー向上の取り組みを通じて、将来に向けた資産の形
成、承継をサポートし、生涯にわたる生活の質の向上に
貢献します

３－１
・社会全体の環境負荷低減に積極的に取り組み、低炭
素・循環型社会の実現を目指します
・自然環境や生物多様性を保全する地域活動の輪に参
加し、まちの魅力向上に貢献します

４－１
人権や多様性を尊重し、誰もが仕事も生活も充実させ自
分らしく活躍できる社会づくりに貢献します

SDGsで高める企業の魅力

SDGsシンポジウム

SDGsは、2015年9月に国連で採択された持続可能な開発目標のことで、2030年の
達成を目指し、多くの企業の積極的な参加が求められています。その市場機会は、世界
で年間約12兆ドルとされ、海外でも注目が高まる中、日本の大手企業やグローバル企
業でも取組みが始まっています。
一方、関西では、その意義の浸透や個々の具体的な活動は、これからの段階です。
このシンポジウムは、「新たな事業機会の創出」の他、多くの地元企業の皆さまに共
通する課題、「人手不足」や「働き方改革」など、身近なテーマからSDGsに理解を深
めて頂ければと考えています。当日は、基調講演の他、各界を代表する方々によるパネ
ルディスカッションも催し、終了後には個別相談の時間も設けています。
参加は、チラシ裏面をご参照の上お申し込み下さい。

日時

2019年

9月26日 木

13:30-15:30

りそなグループ大阪本社ビル
地下2階講堂
「サラヤのSDGs取組みと、社内外での啓発活動」
採用や社員教育で活かすSDGs諸活動について 他
講師
サラヤ株式会社 代表取締役社長 更家 悠介 氏

「基調講演」

第1 部
13:30～14:30

「企業のSDGsビジネス、採用・社員教育で活かす手法」

既に始まった、小中学校でのSDGs教育 他
金沢工業大学 准教授 SDGs推進センター長 平本 督太郎 氏
講師

プログラム

※登壇者や講演テーマは、予告なく変更する場合がございます。ご了承下さい。

テーマ「企業活動とSDGs、ビジネスで役立つ短期・長期の視点」
「パネル
ディスカッション」

第2 部
14:30～15:30

●コーディネーター 近畿経済局 国際事業課 国際交流調整官
●パネラー
金沢工業大学 准教授 SDGs推進センター長
株式会社 叶 匠壽庵
代表取締役社長
川崎重工業 株式会社
理事CSR部長
サラヤ 株式会社
代表取締役社長
株式会社 ロック・フィールド 代表取締役社長
(以上50音順)

個別相談
ブース

大阪労働局

坂本 りっか 氏
平本 督太郎 氏
芝田 冬樹 氏
大森 恵子 氏
更家 悠介 氏
古塚 孝志 氏

関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役兼社長執行役員
菅 哲哉
SDGs推進
近畿経済
会計士
社労士
士業協会
産業局

※個別相談をご希望される方は申込フォームにチェックをお願いします。
主催：関西みらいフィナンシャルグループ 後援：りそな銀行 埼玉りそな銀行 滋賀県
協力：近畿経済産業局 大阪府 兵庫県 JICA関西 大阪商工会議所 大阪労働局 神戸商工会議所 兵庫労働局 他

【主催】

【後援】
表示有効期限2019年9月26日

基調講演

サラヤ 株式会社 代表取締役

更家 悠介 氏

金沢工業大学 准教授 SDGs推進センター長
平本 督太郎 氏
慶応義塾大学（院）を卒業後、野村総
合研究所に勤務、2016年金沢工業大学
の講師に就任。SDGs達成に貢献する
ビジネス、地方創生戦略等が専門分野。
同大学は、2017年に全国大学として初
めてSDGs推進センターを設立、内閣
府から第1回「ジャパンSDGsアワー
ド」を受賞する等、学会の第一人者。

パ
･ ネラー

手洗い石けん液からスタートしたビジネ
スは食品・公衆衛生・医療衛生にわたる。
2010年には、アフリカ・ウガンダでユニ
セフと共同して石鹸を使った手洗いで子
供たちの命を守る「100万人手洗いプロ
ジェクト」を始め、現在は海外に6工場、
23営業所を展開するグローバル企業。

コ ー デ ィ
ネ ー タ ー

近畿経済産業局

国際事業課 国際交流調整官

坂本 りっか 氏

近畿経済産業局は、JICA関西、関西広域連合と共同で「関西SDGsプラットフォーム」を17年に設立。
SDGsは2025年に開かれる「大阪・関西万博」のテーマでもあることから、多様なステークホルダーによる
連携の重要性やSDGsの考えを経営に取り込むことが企業の成長戦略に繋がることを伝える活動を行う。

株式会社 叶匠壽庵

代表取締役社長

芝田 冬樹 氏

大津市に本社をおき、2018年に創業60年を迎えた和菓子製造・販売業者。小豆と求肥をあわせた代表銘
菓「あも」は全国の百貨店でも人気の商品。大津市の「寿長生の郷（すないのさと）では「農工ひとつ」
をかかげ、自然から学び、これからの里山の姿を考えながら農業に携わり菓子作りを行う。

川崎重工業 株式会社

理事 CSR部長

大森 恵子 氏

パネラー

1896年、神戸市で設立、船舶、鉄道車両、航空宇宙、モーターサイクル、産業用ロボット、エネル
ギー・環境等を手掛ける大手重工メーカー。SDGsは、「クリーンエネルギー（水素等）の創出」「高齢
化・労働力不足への対応」など事業活動を通じて取組む。ESGの取組に関する評価機関からの評価も高い。

株式会社 ロック・フィールド

代表取締役社長

古塚 孝志 氏

1972年、神戸市で創業。ｻﾗﾀﾞ中心の総菜店「ＲＦ１」を全国ﾃﾞﾊﾟ地下等で展開。事業の価値観に「健
康」「安心・安全」「環境」等を掲げ、静岡ﾌｧｸﾄﾘｰは本年4月「緑化推進運動功労者 内閣総理大臣表彰」
を受賞。企業内保育室など働く環境整備にも早くから取組む。神戸経済同友会では、人手不足に関し提言。

関西みらいフィナンシャルグループ

代表取締役兼社長執行役員

菅 哲哉

関西みらい銀行、みなと銀行の持ち株会社として、2019年4月、「2030年SDGs達成に向けたへコミッ
トメント」を公表。SDGs活動の軸は、関西に広域ネットワークを有する地銀グループとして、「本業
を通じて地域経済を活性化し、お客さまとともに環境・社会課題を解決していくこと」におく。

お申込方法 （個人情報の取扱いに関して、以下の利用目的をご確認の上お申込みください。）
ビジネスプラザおおさかサイトにアクセスしていただき、申込フォームよりお申込みください。

https://bp.resona-gr.co.jp/public/application/add/207

• 「受講票」は発行いたしませんので、当日受付にてお名刺をお渡しください。
本セミナー参加申込にかかる個人情報は、主催・共催者間で共有させていただきます。また、本申込に記載された個人情報は、本セミ
ナーの運営の他、主催・共催者からのご案内に利用させていただきます。なお、利用目的の全文など個人情報の取扱いについては、各社
のホームページをご覧ください。(共同利用を行う個人情報の管理において責任を有する者の名称：関西みらいフィナンシャルグループ)
りそなホールディングス https://www.resona-gr.co.jp/holdings/other/privacy/index.html

●内容について： 関西みらいフィナンシャルグループ
担当：藤井、中川 TEL：06-7636-1985
●会場について： ビジネスプラザおおさか
担当：左手(さて) TEL：06-6202-1755

会 場

りそなグループ
大阪本社ビル 地下2階講堂
住所 大阪市中央区備後町2丁目2番1号
地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町駅」(17号出口)徒歩3分
地下鉄御堂筋線「本町駅」（3号出口）徒歩7分
※会場に駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

